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新生札幌パルコ「３ヶ年計画」全館改装着手

食べたいＰＡＲＣＯ。

４月２５日（木）グランドオープン

新生札幌パルコ「３ヶ年計画」全館改装着手

食べたいＰＡＲＣＯ。

４月２５日（木）グランドオープン

本件についてのお問合せ
株式会社 パルコ 札幌店

 営業課  小堤（おづつみ）・松井
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札幌パルコでは、２００１年から２００３年にかけて
の３ヶ年計画で、新生パルコの構築をテーマに「ビル
全体の見直し＝大改装」に着手いたしております。

札幌パルコ概要

３ヶ年計画について

オープン日              ：１９７５年８月２４日 （オープン２７年目）
所在地                      ：札幌市中央区南１条西３丁目
売場面積                  ：４，３００坪
店長名                      ：牧山 浩三
パルコでの位置づけ：池袋、渋谷に次ぐ３店舗目で、初の地方店

ﾌﾛｱ 垂直導線テーマ

８Ｆ DINING PALETTE 場の“提案”

７Ｆ CULTURE GOODS 趣味・実用

６Ｆ KIDS & UNISEX ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾚｽ/ｸﾛｽｴｲｼﾞ

５Ｆ MEN'S STANDARD

４Ｆ YOUNG CASUAL

３Ｆ URBAN BASIC

２Ｆ CAREER STYLE

１Ｆ SELECT OF SELECT ｴﾝﾄﾗﾝｽ刷新［ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾛｱ］

Ｂ１ STYLE NAVIGATION ブリッジＭＤ

Ｂ２ PARTS ON PARTS ｴﾝﾄﾗﾝｽ刷新［ﾌｧｯｼｮﾝ導入口］
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２００１年スタート

２００２年

●１Ｆ駅前通り側ＭＤ刷新
    （ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ、ｱｸｱｶﾞｰﾙ、
       ｺﾞｰﾙﾃﾞｨH.P.ﾌﾗﾝｽ）
●ｴｽｶﾚｰﾀｰ周りｼｮｯﾌﾟ刷新
●メンズフロアの明確化
    （５・６Ｆへ集約）

●８Ｆレストランフロア
         全面ﾘﾆｭｰｱﾙ
●Ｂ２Ｆファッションパーツ
         全面ﾘﾆｭｰｱﾙ

●アメニティ環境改善          

２００３年完成
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今春（２００２年春）改装について

東京と札幌の企業とのコラボレーションによる、札幌初のコミュニケー
ション型飲食ゾーン「ＰＡＲＣＯ ＤＩＮＩＮＧ ＰＡＬＥＴＴＥ」が誕生。
営業時間を深夜０：００まで延長、デザートメニュー・アルコール
メニューを強化し、メインターゲット層に向け、昼夜を問わないコミュ
ニケーションの場を提供します。            　　　　　  →詳細P4・5・6参照

「ＰＡＲＴＳ ＯＮ ＰＡＲＴＳ」をテーマに、メイクから靴、バッグ、
小物、雑貨など、上層ファッションフロアと連動するスタイル提案を
表現する、新しい身の回りセレクトゾーンへとリフレッシュ。 
新規店舗も5店舗登場します。                      　　　　　　　 →詳細P7参照

Ｂ２Ｆ・１Ｆ導入部については、明るく開放感のあるエントランスに刷新。
また共用部も全面リニューアルし、見通し感、開放感がＵＰします。
８Ｆから７Ｆには下りエスカレーターを新設により、回遊性を高めます。

Ｂ１Ｆから５Ｆについては、ゾーンとしてのイメージ強化を表現していく
ために、新規店導入、既存店の改装を推進していきます。
                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →詳細P8参照

８Ｆレストランフロア全面リニューアル

Ｂ２Ｆ全面リニューアル

アメニティ環境改善

ファッションフロア強化

改装規模１，２００坪
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８Ｆ「ＰＡＲＣＯ ＤＩＮＩＮＧ ＰＡＬＥＴＥ」について

フロアネーム

オープン日

コンセプト

ポイント

営業時間

ＰＡＲＣＯ ＤＩＮＩＮＧ ＰＡＬＥＴＴＥ
～パレットのように色とりどりでバラエティ豊かなお店が揃っている、充実感と楽しさを表現～

オープンテラスの開放感、オープンキッチンのライブ感、もてなされるフュージョンキュイジーヌ
をはさんで、癒しのひとときを味わうために、彼女たちが集まる、食のパレット。

２００２年４月２５日（木）１８ :００オープン

       “本物の東京トレンドを取り入れた進化型飲食スペース”
                       ～料理の柱は“フュージョンキュイジーヌ”～
ベースとしての和・洋・中はあるが、いわゆる和食店、洋食店、中華料理店は
ひとつもない。それぞれを融合させ、昇華させた創作形態であるフュージョン
キュイジーヌを全店メインとします。それをプロ意識あふれるサービスと
スタイリッシュで元気な空間によって提供致します。

■東京と札幌のコラボレーションによる、マーケットで最新のレストランフロア
①全国有名店札幌初上陸…………・・１店舗「紅虎餃子房」
②北海道初上陸……………………・・２店舗「ＴＨＥ Ｃｈｅｄａｉ」、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Ｔｈａｃｈ Ｔｈｕｎｇ Ｃａｆｅ」
③札幌企業＋東京プロデュース……・２店舗「Ｖｉｎ菜」、 「八雲」
④札幌地元企業の最新業態………・・３店舗「ＵＮＯ ＵＮＡ」 、「ＹＯＳＨＩＭＩ」、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ＳＨＥＬＦ」

■全体的に統一感を持たせながら、ゆったりと楽しく過ごすための空間演出
①オープンテラス……・テナントと共用部の中間スペースとして設け、路面的賑い感演出
②オープンキッチン…・飲食のライブ感を演出
③ライティングプラン…夜間、店舗が浮きあがり個性ある店舗に統一的なグレード感演出

１１：００  ～  ２４：００（深夜０：００）

ショップ構成

空間演出
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Ｂ２Ｆ全面リニューアル
フロアネーム

ＰＡＲＴＳ ＯＮ ＰＡＲＴＳ
～ファッションの最終コーディネイト要素であるファッションパーツの新しい集積により、

いち早く“旬”の小物使い（リアル・コーディネイト）を提案～

オープン日

■第１弾  ２００２年４月１２日（金）  １０：００オープン
   ☆ノジェス ★サマンサタバサ  ★フラッグ ★ショセット ★ローズマリー ★フレンチ ★ベルミネット

■第２弾  ２００２年４月２５日（木）  １０：００オープン
   ☆ﾗﾌﾞ&ﾍｲﾄ ☆ﾗｲｵﾝﾊｰﾄ ☆ﾗﾝﾄﾞﾘｰ（4/23ｵｰﾌﾟﾝ） ☆ｶｶﾄｩ ★ｵｰｼﾞｭﾄﾞｳｨ  ★ぴあｽﾃｰｼｮﾝ ★青山ﾌﾗﾜｰﾏｰｹｯﾄ
    ☆ﾊﾟﾙｺﾗﾎﾞ（ｶｼｭｶｼｭ） ★ﾗﾊﾟｯｸｽ 

■先行ｵｰﾌﾟﾝ  ★エスペランサ（3/1） ★ＷＡＮＯＮＡＮＯ（3/7） ★Tic-Tac（3/20）

ポイント

①札幌マーケット内トップクラスの実績のある化粧品アイテムの拡大、機能拡充利便性だけでなく、
     より専門店型に特化した店作りに強化します。
    ●メイクとスキンケアの品揃え充実、カウンセリング機能も付加したコスメ専門店「ローズマリー」
    ●従来の制度品に加えビューティー＆ヘルシーテーマを強化、ドラッグ機能も付加した「フレンチ」
②ファッションパーツのテーマ拡大
    ●身の回りセレクトショップの導入～好調のバッグを主体にした「カカトゥ」、
        サザビーの手掛けるアクセサリーが主体の「ノジェス」（道内初出店）
    ●アーティストの作品をＴシャツをキャンバスにして多彩に紹介するＴシャツ専門店「ランドリー」
        （道内初出店）
    ●男女問わない新しいアクセサリー専門店「ライオンハート」、「ラブ＆ヘイト」
    ●フロア導入部にシーズン企画「ＰＡＲＣＯ・ＬＡＢＯ」導入～オープン企画はカジュアルな身の回り
        雑貨をセレクトし夏の提案を実施する「カシュカシュ」
    ●既存好調店舗の拡大～アクセサリー専門店「オージュドウィ」、ＯＬ中心に大ヒット中のバッグ
        「サマンサタバサ」を増床、インポートテーマ強化のランファン「ベルミネット」
        一生モノから着替えるアクセ感覚まで時計が選べる「Tic-Tac」
        「フラッグ」、「エスペランサ」、「ＷＡＮＯＮＡＮＯ」の靴ショップも改装実施

①地下街からの導入通路部分を刷新、１Ｆエントランスと同様の光壁による演出、また身障者対応
    （スロープ）も併せて実施
②導入部からの見通し感を改善、共用通路見直し、柱の撤去や天井を織り上げるハード改修以外
    にも島店舗区画を統一天井、高さ規制によりモールゾーン化やＲ導線の店舗を作るなど客数
    倍増、回遊性向上を狙った環境刷新を実施

改装の規模  ＝  約３００坪

☆新規出店    ★リフレッシュ

ＭＤ編

環境編

－７－



新規店舗＝☆ リフレッシュ店舗＝★ ※主に新規店舗の紹介を中心としております
ﾌﾛｱ 店名 新・改 アイテム ショップ紹介コメント ｵｰﾌﾟﾝ
Ｂ２Ｆ 女性ｼﾞｭｴﾘｰﾃﾞｻﾞｲﾅｰ、ﾛｰﾘｰ・ﾛﾄﾞｷﾝが手掛ける、ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ

の戯曲などからｲﾝｽﾊﾟｲｱされるﾛﾏﾝﾃｨｯｸなﾊｲｸﾗｽ・ｼﾞｭｴﾘｰ。
世界中のｼﾙﾊﾞｰｱｸｾｻﾘｰから一級品のｼﾙﾊﾞｰを集めている。
ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽ問わないｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ。
手の込んだｱﾝﾃｨｰｸ調や、楽しさを感じるｺﾞｰﾙﾄﾞなど、他には
ない新しい発見のあるｱｸｾｻﾘｰと服飾雑貨を目指す。
時代を捉えて変化を続けながら、自由な発想でひとつひとつ
に個性のあるものを提案します。

ﾚﾃﾞｨｽ ﾚﾄﾛｱﾒﾘｶﾝをﾃｰﾏに一年中半袖・長袖Ｔ‐ｓｈｉｒｔを扱うＴ-ｓｈｉｒｔ 4/25
ﾒﾝｽﾞ ｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ。 予定

さりげない「大人の可愛さ」を追求し、ﾍﾞｰｼｯｸな洋服とのｺｰﾃﾞｨ
ﾈｰﾄでﾄﾚﾝﾄﾞ感をﾌﾟﾗｽできるﾌｧｯｼｮﾝ小物を提案するﾌﾞﾗﾝﾄﾞ。

サマンサタバサ ★ ﾊﾞｯｸﾞ 4/12
フラッグ ★ ｼｭｰｽﾞ 4/12
ショセット ★ 靴下 4/12
ラパックス ★ ﾊﾞｯｸﾞ 4/25
ローズマリー ★ 化粧品 4/12
フレンチ ★ 化粧品 4/12
ミネット ★ ﾗﾝﾌｧﾝ 4/25
オージュドウィ ★ ｱｸｾｻﾘｰ 4/25
ぴあステーション ★ ﾁｹｯﾄ 4/25
青山フラワーマーケット ★ 花 4/25
エスペランサ ★ ｼｭｰｽﾞ 3/1
ＷＡＮＯＮＡＮＯ ★ ｼｭｰｽﾞ 3/7
Ｔｉｃ－Ｔａｃ ★ 時計 3/20

ﾌﾛｱ 店名 新・改 アイテム ショップ紹介コメント ｵｰﾌﾟﾝ
1961年ｱﾒﾘｶ生まれのﾌﾟﾚｯﾋﾟｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、ｱｰﾉﾙﾄﾞﾊﾟｰﾏｰが、2002年

ﾚﾃﾞｨｽ＆ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞより本格的にｼｮｯﾌﾟをｵｰﾌﾟﾝ。この春夏のﾃｰﾏは、「ｼｬｰ
ｱｸｾｻﾘｰ ﾍﾞｯﾄ53°」。傘のﾏｰｸの傾きの角度53°を永遠不変という意味

合いで捉え、甘くて優しくて冷たいという今の気分とｶﾗｰを表す。
ＣＯ ＺＹ ＣＯＵＰ（ｺｰｼﾞｰｸｰ) ☆ 家具・雑貨 3/4
リセミネット ★ ランファン 3/1
モロコプラス ★ ﾚﾃﾞｨｽ 3/1

ﾚﾃﾞｨｽ＆ 世界各国からｾﾚｸﾄされたｲﾝﾎﾟｰﾄと優れた技術で生産されたｵﾘ
アダム エ ロペ ☆ ﾒﾝｽﾞ ｼﾞﾅﾙとのﾐｯｸｽｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ。常に時代を感じながら、様々な国から 3/9

の要素と文化を絡めてﾗｲﾌｽﾀｲﾙを提案。
ｵﾘｼﾞﾅﾙのﾋﾟｱｽやﾘﾝｸﾞ、そして世界各地から集めたﾃﾞｻﾞｲﾅｰ作品

アガット ☆ ｱｸｾｻﾘｰ やｱﾝﾃｨｰｸ。上品な中にも時代感のあるｼﾞｭｴﾘｰを揃えている。 4/25
大人の為の、ｼﾝﾌﾟﾙで飽きのこないﾃﾞｻﾞｲﾝばかり。
ｿﾌｨｽﾃｨｹｲﾄされた都会の女性にｸﾗｽｱｯﾌﾟされた素材・ﾃﾞｻﾞｲﾝ

マギー・マギー ☆ ﾚﾃﾞｨｽ を提案。人とﾓﾉとの新しい出会い、ﾄﾞｷﾄﾞｷ、ﾜｸﾜｸする気持ちを 3/9
ﾌｧｯｼｮﾝで伝えます。
Ｓｻｲｽﾞｺｰﾅｰを充実させ、豊富な品揃え。今回初登場の新ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

ダイアナ ★ ｼｭｰｽﾞ 「ｶﾞｰﾙｽﾞﾄｲｽﾞ」は、ﾖｰﾛｯﾊﾟの目でみたｱｼﾞｱﾝ・ﾃｲｽﾄの、ひたすら 3/9
楽しく、かわいいﾓﾁｰﾌづかいの靴・ﾊﾞｯｸﾞを揃えています。
ｴｽﾆｯｸ＆ﾌｫｰｸﾛｱ。民俗調のﾃﾞｨﾃｰﾙやｱｲﾃﾑﾎﾟｲﾝﾄに、ｽﾎﾟｰﾂ

プーラ ☆ ﾚﾃﾞｨｽ やﾜｰｸなどのﾊｰﾄﾞな要素とﾐｯｸｽｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ。花柄、ｴｽﾆｯｸｸﾗﾌﾄ 3/1
など、色・柄・装飾性を高く用いています。

Ｊ＆Ｒ ★ ﾚﾃﾞｨｽ 2/28
ジャイロ ★ ﾚﾃﾞｨｽ 3/1
ＺＯＥ（ゾエ） ☆ ﾚﾃﾞｨｽ 3/15
Ｉ．Ｓ Ｓｕｎａｏ Ｋｕｗａｈａｒａ（ｱｲ.ｴｽ ｽﾅｵ ｸﾜﾊﾗ） ★ ﾚﾃﾞｨｽ 3/1
ｐａｓ ｄｅ ｃａｌａｉｓ（ﾊﾟﾄﾞｶﾚ） ★ ﾚﾃﾞｨｽ 2/28

ﾄｱﾌｫﾝ＝3つの輪という意味。過去・現在・未来という時間軸を
ルラシェ トアフォン ☆ ﾚﾃﾞｨｽ ﾌｧｯｼｮﾝの視点で表現した品揃えｼｮｯﾌﾟ。服飾雑貨は、質感の 3/1

ある商品をあちらこちらから集めている。
ＶＩＶＡ ＹＯＵ（ビバ ユー） ★ ﾚﾃﾞｨｽ 3/1

本店をﾊﾟﾘのﾚ･ｱｰﾙにもち、今を感じさせるｵﾘｼﾞﾅﾙと60～70'S
ﾖｰﾛｯﾊﾟのﾃﾞｯﾄﾞｽﾄｯｸﾌﾞﾗﾝﾄﾞを含むUSEDが揃うMIX型SHOP。
Ｌ．Ａ風のﾌｪﾐﾆﾝｶｼﾞｭｱﾙ。今年の特徴は、ｴｽﾆｯｸ、ﾌｫｰｸﾛｱ、
ｳｴｽﾀﾝ等のﾃﾞｨﾃｰﾙをｿﾌｨｽﾃｨｹｲﾄに。
ﾜｰｸ、ﾐﾘﾀﾘｰ、古着感覚の商品だが、ﾃﾞｨﾃｰﾙやｼﾙｴｯﾄなどで
どこか少し女らしさのある服。

ＤＧＲＡＣＥ（ディグレース） ★ ﾚﾃﾞｨｽ 3/9
メープルクリークス ★ ﾚﾃﾞｨｽ 2/28
ヴェールダンス ★ ﾚﾃﾞｨｽ 3/1
ペイトンプレイス ★ ﾚﾃﾞｨｽ 3/1
レッセパッセ ★ ﾚﾃﾞｨｽ 2/28
ローリーズファーム ★ ﾚﾃﾞｨｽ 3/28

５Ｆ ＪＵＮ ＭＥＮ（ジュン メン） ★ ﾒﾝｽﾞ 3/1

4/25パルコラボ（カシュカシュ） ☆ 雑貨 ｶｼﾞｭｱﾙな身の回り雑貨をｾﾚｸﾄし、夏の提案を実施。

4/25

4/25

4/12

4/25

ｱｸｾｻﾘｰ

ｱｸｾｻﾘｰ

ｱｸｾｻﾘｰ

ｼｭｰｽﾞ・ﾊﾞｯｸﾞカカトゥ

☆

☆

☆

☆

☆

ラブ＆ヘイト

ライオンハート

ノジェス

ランドリー

3/9

3/8

3/29

3/8

ﾚﾃﾞｨｽグローバル リズム エッセンス

ﾚﾃﾞｨｽ

Ｂｒｏｗｎｉｅ ｂｅｅ（ブラウニー ビー） ☆ ﾚﾃﾞｨｽ

３Ｆ

４Ｆ
☆

Ｂ1Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

アーノルド パーマー プレミアムストア

ＫＩＬＩＷＡＴＣＨ（キリウォッチ） ☆

☆

Ｂ２Ｆ改装店舗紹介

Ｂ１～５Ｆ改装店舗紹介

－８－




